
川口： 

それでは、よろしくお願いいたします。先ほどのお二人の基調講演を受けまして、

今からパネルディスカッションを始めさせていただきます。 

始める前に、パネラーの皆さまから一言ずつ、紹介を兼ねてお願いできますでし

ょうか。久保田先生から順にということで、お願いいたします。 

久保田： 

埼玉大学の久保田尚と申します。どうぞよろしくお願いいたします。先ほど司会

の方からご紹介いただきましたように、昨年度のＬＲＴ研究会でやらせていただい

たものでございます。 

今日も静岡駅からこちらまで静鉄に乗ってやってまいりましたが、少年と２人で

並んで一番前に乗って、運転士さんのほうをずっと見ていたのですが、静岡駅を出

てしばらくしたところで、突然正面に富士山が現れて、皆さん、これを見ながら毎

日過ごしておられるのだなと思いました。先ほどヴァンソンからもかなり強調され

ましたが、こういう鉄道からの景観というのは相当静岡市民にとって大きな意味を

持つものだと、すごく感じてきたところです。 

今日は、公共交通の意味を一緒に考えたいと思います。どうぞよろしくお願いし

ます。 

川口： 

どうもありがとうございました。では、宇都宮先生、お願いいたします。 

宇都宮： 

宇都宮です。先ほど長い時間を聞いていただきましたので、簡単にやりますが、

経済学的な視点と言われるとプレッシャーがかかるのですが、経済性があるのか、

ないのかという答えを私に求めようとされている方は、やめたほうがいいです。経
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済学というのは、金計算するものではないのです。幸せが一番高いというのが、経

済性があるという言い方をするのです。 

ですから、私としては、経済学的な視点から、最も幸せ度合いが高いまちづくり

は何なのか。その１つの有力な選択肢がＬＲＴではないか。そういうことをお話し

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

川口： 

それでは、ヴァンソンさん、お願いいたします。 

ヴァンソン： 

あらためて、こんにちは。ご清聴いただいて、ありがとうございました。私は、

日本に帰りまして３年になりますが、日本ほど素晴らしい国はないといつも思って

います。安全で、清潔で、物流サービスが完璧に整っていて、人々もすごく親切で、

真面目で、食べ物もおいしい。日本の国というもの自体が、１つのブランドになり

得ると思います。 

でも、日本の中にいらっしゃる皆さんは、あまりそのことに気付いておられない

ように見えて、先行き不安論が非常に大勢を占めていますが、実は、日本以外の国

から見ると、まだまだ日本は素晴らしい、元気な、いいところをいっぱい持った国

なのです。 

その国をもっと素晴らしくするためには、もっと楽しい毎日が送れるようになる

ためには、本当の豊かさを求めるためには、やはり皆さんが住んでおられるまちが

楽しくないと駄目だと。このまちの楽しさというものを高めるためには、歩けるま

ちというのが１つのキーワードになるのではないかと思います。そういった観点か

らもお話しさせていただきたいと思います。 

川口： 

それでは、山本副市長さん、お願いいたします。 

山本： 

副市長の山本でございます。先ほど司会の方からお話しいただいたように、私は

５年ほど前に鹿児島市役所におりまして、そのとき、鹿児島には市電がございまし

て、市電に関わる仕事をさせていただいておりました。 

また、大学のころは京都におりました。昭和50年代前半ですが、京都の市電の

路線が廃止されていって、最後の路線が私が３年生のときに廃止されまして、京都

の市電がなくなってしまったという時代に、ちょうど京都におりまして、大変残念

だなと思っていた覚えがあります。 

そういったことで、昨年７月に静岡市のほうに参りまして、今度は新たに導入し

ていくという立場で仕事ができるということで、大変喜んでいるところです。市民



の皆さんのお考えが同じような方向に向くように、いろいろ検討を進めていきたい

と考えております。よろしくお願いいたします。 

川口： 

どうもありがとうございました。一言私も言うことになっておりますので。私は

清水区で生まれまして、そういう意味では、まさに私事のようなこの講演会とシン

ポジウムでありますし、かつ、今日はお二人の基調講演をお聞きしていて、非常に

分かりやすく説明していただいて、よかったなという感想を持ちました。 

同時に、実は私、ヴァンソンさんのストラスブールに数年前に行って、今日のス

ライドを、静岡市もこんなふうになれば、あるいはなるだろうというような思いで

見させていただいて、この会、あるいはこの公共交通の話し合いが市民の中で深ま

るかなと思った次第であります。 

それでは、早速ですが、本題に入らせていただきたいと思います。まず、議論に

入ります前に、静岡市のＬＲＴに関する現在の検討状況について、山本副市長さん

のほうからお話をお願いいたします。 

山本： 

それでは、市のほうでの検討状況ということで、少し状況をお話しさせていただ

きます。 

一昨年にＬＲＴ導入の研究会から、コンパクトシティを静岡で実現していくとい

うことについて非常に有効なＬＲＴの導入を、静岡都心と清水都心の両地区で図っ

ていくべきであるという提言をいただいています。その提言で示された両地区のル

ートについて、課題の解決の見通しが立ったところから、さらに導入に向けた具体

的な取り組みを進めていこうということになっております。 

静岡都心のほうの課題は、ＬＲＴの需要の確保をすることであります。需要の確

保というと、人の交流が起こって、人の移動が増えて、ＬＲＴに乗る人が多く見込

めるようになること。言い換えれば、採算が取れるだけの利用者が確保できるとい

う見通しがつくことが必要だということであります。 

そういったことを具体的に議論していくためには、先ほどヴァンソンさんのお話

の最後のほうにも少しありましたが、まずどういったまちにしていくのだというこ

とが先決だと。昨年９月に静岡でこのシンポジウムをやったときには、静鉄の酒井

社長もおっしゃっていましたが、まちづくりの方向をまず定めることが必要なので

はないか、同じ認識に立つことが必要なのではないかということで、現在、清水の

まちと港それぞれの関係の官民の方々で、そういったことの検討を進めております。

港の状況、まちの状況、また、最近はいろいろ動いておりますので、そういった状

況を踏まえたまちづくりの方向性の議論をしているということです。 

そのまちづくりの方向性を前提として、先ほど宇都宮先生のお話の中で富山のご

説明をいただいたときに出てまいりましたが、まちづくりの中での曲がらない串と



いうことでのＬＲＴの果たしていく役割を確認した上で、ではＬＲＴは必要だねと。

そのＬＲＴの需要を確保するために、行政である市、市民の皆さん、経済界の皆さ

ん、それから交通事業者の静岡鉄道さんがどういった取り組みをしていくのか、し

ていくことにするのかということについて議論をして、共通の認識を持っていくと

いうことが必要だと考えております。 

それで、昨年の12月に、そのことを議論するための協議会を設立したところで

ございます。ＬＲＴ導入検討協議会と。清水地区につきましては、静岡の都心地区

に先駆けまして、昨年の12月に立ち上げました。今日このディスカッションの座

長をお願いしている川口先生に、そちらの協議会の会長もお願いしているところで

ございます。今後、この協議会での議論を踏まえながら、また一方で、需要予測、

整備効果の把握といった検討作業を並行して行いながら、ＬＲＴの基本計画案づく

りに取り組んでいくことにしているというのが、現在の状況でございます。以上で

す。 

川口： 

副市長さん、どうもありがとうございました。それでは、パネルディスカッショ

ンに入りたいと思います。今回のパネルディスカッションですが、入るときに、う

ちわ等いろいろと準備したものをお持ちいただいていると思うのですが、そういう

道具も使わせていただきながら、進めさせていただきます。 

それでは、神谷さん、説明をお願いいたします。 

神谷： 

それでは受付の際、お渡しした封筒の中にうちわが入っておりますので、皆様お

手元にご準備下さい。お持ちでない方は、係りの者がお持ちいたしますので、挙手

をお願いします。 

それでは質問をさせていただきます。 

第１問目 「交通とまちづくり」についての質問です。 

自動車はドアツードアで移動でき、多くの荷物が運べるなど、自動車を保有して

いる方には便利な乗り物です。これまでの車中心のまちづくりにより、広い駐車場

を確保した、郊外型の集客施設の立地、都市の拡散などにより、中心市街地の衰退

が問題となっております。 

近年では、高齢化の進展、高齢者の一人暮らし世帯の増加により、自動車を運転

できない人の足の確保が求められております。 

公共交通は、誰もが移動できる手段として、外出機会の創出による健康増進や環

境対策など、その重要性が高まっています。そもそも中心市街地は、公共交通の利

便性が高く、公共交通を中心としたまちづくりを進めることで、コンパクトなまち

が形成できると考えています。 

ここで質問です。みなさんは静岡市の市街地を、「公共交通中心のまちづくり」



か「車中心のまちづくり」どちらにしたいと思いますか。 

公共交通中心である人は『ＬＲＴとバスが描かれた緑色』を 

車中心である人は『泣き顔の青色』をあげてください 

川口： 

今、こちらから見ておりまして、緑が 100％近い。私は眼鏡を掛けていて目が

悪いかもしれませんが、ほとんど 100％ではなかったかと思います。公共交通中

心であるほうがいいというご意見が多かったわけであります。 

そこで、まず最初に山本副市長さんにお聞きしたいと思うのですが、静岡市の現

状と、静岡市が目指す清水地区のまちづくりについて、もう一度、少しお話をして

いただきたいと思います。 

山本： 

まず、静岡市の公共交通の状況ということで、少しご説明しますと、静岡市の自

動車の保有台数はどんどん増えています。人の移動についての調査をパーソントリ

ップ調査といいますが、それを回を重ねてやっているわけですが、人の移動の中で、

自動車を手段とする移動の割合が増加しています。先ほどのストラスブールと比べ

れば、現状では反対のほうに動いているということです。 

それから、JR、静岡鉄道、バスといった公共交通の利用者の数も、大幅にではあ

りませんが、じり貧といいますか、減少傾向にあります。そういった意味では、公

共交通の利用というものが必ずしも進んでいないというよりは、やや減っている方

向にあるというのが現状だということです。 

あと、路線バスのネットワークなどを見ますと、都心への一点集中型になってい

るというようなことで、都心部でバスが非常に混雑するというか、都心部に一点集

中してしまっていて、なかなかうまくいっていない部分もあるのではないかという

ようなこと。 

それから、清水の都心地区につきましても、清水駅と新清水駅の拠点間の主要な

ターミナル間が、幹線道路で分断されている。静岡のほうも同様ですが、そういっ

たような問題もあるということで、公共交通優先のまちづくりということですが、

課題はたくさんあるなというのが現状であります。 



それから、清水地区のまちづくり、目指していく清水のまちづくりということで

すが、先ほど関係の皆さんにお集まりいただいて検討しているという中では、港と

まちが一体となった、行きたくなる、住みたくなるという清水港ウォーターフロン

ト地区を目指していこうと。江尻のウォーターフロント地区、日の出のウォーター

フロント地区、それと新清水駅・JR 清水駅周辺地区、それから次郎長通りや巴川

のあたり、そういったところを拠点にして、それぞれに魅力のある機能を集めて、

今申し上げたところですと４つあるわけですが、拠点間の回遊性を高めて、面的な

魅力を持った地区にしていくと。そういうような方向性ではないかという議論が進

められているところでございます。 

それらを実現していくためには、公共交通が非常に重要な役割を果たしていくと

考えられるわけでして、曲がらない串としてのＬＲＴというものが浮かび上がって

くるのではないかなと考えているところです。以上です。 

川口： 

どうもありがとうございました。今のお話からしますと、公共交通の利用が少し

減少しているということと、清水市の都市構造といいますか、拠点を結ぶというよ

うなお話が出てまいりましたが、それでは次に、久保田先生のほうから、魅力ある

まちづくりに必要な交通体系の話をしていただけますでしょうか。 

久保田： 

さりげなく、非常に難しいご質問をいただいたと思うのですが、語ると大変なこ

とになると思うのですが、先ほどお二人の先生にお話しいただいたり、写真を見せ

ていただいたのが、まさに魅力あるまちづくりのための交通体系だと思うんですね。 

まとめると、たぶん２つぐらいポイントがあって、１つは選択肢があることです。

交通の基本は、いくつかの選択肢を提供して、例えば車に乗りたい人は車に乗れる

し、自転車も乗れるし、公共交通にも乗れる。そのときの状況、そのときの気分、

いろいろなもので選べる。これが交通計画にとって一番大事なことだと思うのです。 

先ほどの市長さんのお話からずっと来ている、車中心のまちづくりはもう限界だ

というのはまさにそこで、これから高齢化してくるというようなこととか、いろい

ろな状況の中で、車しか選択肢がないまちというのは、ある意味、非常に貧しいま

ちになってしまいます。ですから、車はもちろん非常に大事な交通手段で、これは

これで絶対大事なのですが、と同時に、公共交通でもまちへ行けます、自転車でも

まちへ行けますと。これが基本だと思いますね。 

もう１つは、空間的すみ分けができているということだと思うのです。先ほどヴ

ァンソンさんに静岡の自転車レーンの写真を見せていただきましたが、まさに今ま

での自転車政策を変えようというのが、去年の11月からの日本の大きなかじ取り

でして、自転車と歩行者をちゃんと分けて通行してもらおうと。これがお互いの安

全に大事なことだというふうになっているのですが、同じように、都心の中に車が



全部入ってくる必要はないではないかと。車は大事だけれども、郊外から、まさに

パーク＆ライドのところまではいいけれども、中の人がゆっくり歩くべき空間にお

いては、車は遠慮してもらったほうが、全体としてプラスではないか。そういう空

間的なすみ分けができているということが、非常に大事ですね。 

先ほどのお二人のお話も、ここが一番のポイントだったと思います。われわれは、

「ここは車はちょっと遠慮してください」というようなことがなかなか言えなくて、

何十年もいろいろな都市でトライしたけれども、なかなか実現してこなかった。こ

こを突破できるかどうかが最大のポイントだと、私は思います。取りあえず以上で

す。 

川口： 

難しい質問でしたので、非常に分かりやすく２つの視点から久保田先生にお答え

していただきまして、選択肢がある、公共交通あるいはマイカーも実際に使えるの

だということと、すみ分け。静岡市の場合には、自転車専用道を整備していただい

て、あるいは歩行者と自動車とのすみ分け。 

それでは、次に、ヴァンソンさんにお聞きしたいと思います。先ほどの基調講演

でもおっしゃっていただいたのですが、重複しても結構なのですが、フランスの車

中心のまちづくりを見直した理由。それと、ＬＲＴを導入した理由ということで、

スライドの中でもおっしゃいましたが、再度強調していただけたらと思います。 

ヴァンソン： 

まず、車中心のまちづくりを見直した理由は、最初にトラムを導入されました市

長さんが、自分で車を運転して、まちの端から端まで東西通り抜けられないぐらい

渋滞がひどかったと。それに従って、人の出入りもだんだん少なくなって、中心部

分の魅力が少なくなってきたということ。それに伴って、環境汚染も非常に進んで

いた。これに何か対処しなければならないということが１つ。 

あと、市長さんは市長になる前に県会議員もされていたのですが、そのときに、

農村地帯の経済の担当をされていて、気が付いたことは、郊外に出れば出るほど、

所得が下がれば下がるほど、年齢が上がれば上がるほど、移動できていない。都市

に来られない。自分で運転できない。公共交通もない。つまり、１つの意味で、社

会の基本権の平等性が確保されていない。その格差を何とかしなければいけないと

いうことで、車を少しずつ少なくして、公共交通の導入ということを考えた。 

そこで、バスも増やしたのですが、なぜバスではなくてＬＲＴかというのは、景

観の再整備につながるとか、いろいろなことを私はご紹介しましたが、バスだと、

ラインがいつなくなってしまうか分からない。そうしますと、バスが走っていると

ころに不動産屋さんたちは投資できないわけです。鉄軌道を敷いてしまいますと、

そこにマンションを建てても、ショッピングセンターを造っても、投資効果が必ず

見込める。そういうことも１つの理由でした。 



それから、地下鉄は１キロメートルについて 100 億円とフランスでは言われて

いまして、ＬＲＴは25億円、４分の１で済んだということ。そういうことで、Ｌ

ＲＴを公共交通を中心としたまちづくりの中心的なツールとして導入したわけで

す。でも、先ほどご紹介しましたように、ＬＲＴだけではなくて、車への対策、自

転車、バス、全てを総合的に考えてまちづくりに成功した。 

ただ、ここで言えるのは、少しずつ計画は進めてきたのですが、全体のグランド

デッサンというのは、全体図、企画、マスタープランというのは、実は 1990 年

の最初に、もう20年後を見越した計画ができていたのです。それは文書にちゃん

と残っています。そして、左から右、左と、ストラスブールの政権交代もありまし

た。市長さんもずっと同じではない。それでも、20 年前に、ストラスブール市の

まちを将来どういうふうにしたいかという基本的なマスタープランがちゃんとで

きていた。それを、政権が変わっても市長も行政も支えてきたし、市民もそれに応

えてきた。そういう、大きな、自分のまちをどうしたいのかというマスタープラン

ができていたということが、成功の１つの秘訣だと思います。 

現在、ストラスブールは、2025年をターゲットにした新しい都市計画、都市交

通マスタープランを策定中で、この中には、トラムだけではなくて、当然、自転車、

バス、もっと歩きましょう、徒歩、いろいろな計画が含まれています。 

川口： 

どうもありがとうございました。それでは、宇都宮先生も基調講演でおっしゃっ

ていただいたことと重複するかも分かりませんが、経済的に、車ではなくてＬＲＴ

といった公共交通がもたらす便益というあたりを、少し掘り下げてお話しいただけ

ますでしょうか。 

宇都宮： 

「経済学的な」という妙な修飾が付いてしまうのですが、そうであればというこ

とで、だいぶ定性的なことは語っていただきましたので、数値的なことをちょっと

だけ申し上げます。 

先ほど、自動車というのはものすごく費用がかかっているんだよと。皆さん、ガ

ソリン代はかかるけれども、それ以上の費用はどうやって考えればいいのかと。直

感的に、自動車の渋滞は嫌だよな、環境に悪いよなと分かって、皆さんうちわを出

されたと思うのですが、例えば渋滞で10分ロスしたと。自分はいらいらしている。

けれども、実はそれによって相手が10分ロスした。 

今、静岡は時給がいくらか分かりませんが、例えば 900 円としましょう。とい

うことは、10 分ロスするということは、150 円です。150 円が１万人いたら、

150万円です。往復だったら300万円です。年間、365を掛けたらと考えると、

何千万、何億という費用が、実はちょっとした渋滞、あるいはちょっとした時間ロ

スが積み重なるわけです。実際、そういうことです。 



逆に、ＬＲＴができる。例えば、私はまた静岡から帰りますが、電車であれば、

あるいはＬＲＴがあれば、５分接続で行けるわけです。これがもしバス、あるいは

自家用車で行くと、駅前に５分前に着くから新幹線に乗るという計算はできません。

そうすると、15分みなければならない。この10分間のロス。同じです。時給900

円と考えても 150 円、これを機会費用というのですが、それを１万人やったら、

莫大な金額になるわけです。 

こういう形で経済学というのは、われわれは別に金勘定だけはしないけれども、

社会にわれわれが気付かないところで不利益をもたらしている。あるいは、われわ

れが気付かないところで、実はＬＲＴの利益がある。こういったものを勘定すると、

年間いくらの赤字が出るといっても億もかからないことを考えると、社会的な費用、

あるいは社会的な便益を考えると、それを圧倒的に上回るだけのものがあるのだと

いうことを、取りあえず一言付け加えさせていただきます。 

川口： 

どうもありがとうございます。難しい質問でしたので、大変だったでしょう。今、

４人の方に、交通とまちづくりというかなり大きな視点から質問させていただいた

ので、パネリストの方も困られた内容だったかもしれません。 

４人のお話をまとめてみますと、まず、ＬＲＴを考えるに当たって、あるいは公

共交通を考えるに当たって、まち全体からどうあるべきかという、そのビジョンと

いうのが位置付けられる。分かりやすい言葉で言えば、住みたいとか、行ってみた

いというような住民の考えに反映されるかも分かりません。 

その後で、例えば久保田先生がおっしゃったのは、より具体的に、選択肢という

問題。これは別にＬＲＴだけではなくて、バスであるとか、あるいは一方で歩行者

中心であるとか、もちろん自動車は排除しないというような選択肢の問題であると

か、空間的にすみ分けるという、使い方ですよね。 

ヴァンソンさんの基調講演では、中心部分はゾーンシステムといいますか、歩行

者中心のエリアにするというようなお話であったり、あるいは、最後の宇都宮先生

のお話で、経済的といいますか、便益というお話でしたが、これも分かりやすく言

いますと、渋滞という課題に対して、市民における便益といいますか、関係は何か

という。つまり、ロス（損失）と利益の関係において、まちづくりを見ることがで

きるのではないかというようなことだと思います。 

質問が大きくて、お答えする時間がなくて申し訳ありませんでしたが、そういう

グローバルな視点を、今、ご質問させていただきました。 

それでは第２問を、神谷さん、お願いいたします。 

神谷： 

２問目です。「清水の活性化」についての質問です。 

清水は、マグロ、ちびまるこちゃん、ウォーターフロントとしての日の出地区、



美しい清水港や、そこから見る富士山の眺望など特徴のある資源があります。 

しかしながら、日の出地区など休日は、一定の賑わいはあるものの、それ以外の

人通りは少ない状況にあります。 

ＬＲＴの導入により、公共交通の利便性向上を図ることで、車を運転できない方

の外出機会を増やしたり、お酒も気軽に飲むことができます。また富士山を背景に

清水都心をＬＲＴが走る姿を想像してみて下さい。ＬＲＴと富士山との眺望、清水

の拠点間を回遊できるＬＲＴがあることで、清水の魅力がますます増えると思いま

せんか。 

そこで質問です。みなさんは、まちづくりと一体となったＬＲＴの導入が、清水

のまちの活気につながっていくと思いますか？ 

活気につながると思う方は『ＬＲＴとバスが描かれた緑色』を 

つながらないと思う方は『泣き顔の青色』をあげてください。 

川口： 

緑が 90％以上かもしれませんね。活気につながるという意見が、基本的には多

かったということであります。 

それでは、また山本副市長さんにお伺いしたいのですが、清水地区における、Ｌ

ＲＴ導入によって期待される効果というようなことについて、お話をしていただけ

ますでしょうか。 

山本： 

清水都心地区にＬＲＴが導入されたときに期待される効果ということですが、こ

れは先ほどまちづくりの方向性というところで、清水都心地区にはいくつか分散す

る拠点ができてくるだろうということで、それらの拠点間を結んで回遊性を向上す

るということで、点でのにぎわいが面的に広がっていくという効果。 

それから、もう１つは、新清水駅でのＬＲＴと今の静岡鉄道さんの線路との結節

の仕方をうまく工夫していかないといけないわけですが、日の出地区、江尻地区と

いったところからの静岡都心とのアクセス利便性が大きく向上する。また、日の出

地区での結節を工夫することで、海上交通との結節機能も向上すると。そういった

ことで、にぎわいの拡大、観光面でのメリットが大きく期待されるのではないかと



思います。 

それから、もう１点は、ＬＲＴが走るまちとしてのイメージアップというのも、

やはり大きいのではないかと思います。今日も、今までのお話の中でも十分出てま

いりましたが、ＬＲＴは、バリアフリー、それから洗練されたデザイン、あるいは

省エネルギーでエコだというようなことに加えて、路面電車というのは、人間スケ

ール感とでも言うのでしょうか、歩行者とかからすれば非常に親しみがある。ほっ

とする。そういった存在になるのではないかなと思います。 

だから、そういうほっとするものが公共交通として走っているまちということで

の、まちのイメージアップというのも、大きく期待できるのではないかなという気

がいたしています。富山などは、そういうことでイメージが随分アップしているよ

うな気がしますが、そういうことが期待できるのではないかと思います。以上です。 

川口： 

どうもありがとうございます。今、山本副市長さんからは、清水地区における拠

点、特に日の出地区に代表されるようにウォーターフロントを中心としたというこ

とと、もう１つは、ＬＲＴがあれば静岡の中心とこの清水地区、例えば日の出であ

るとか、そういうのを結びながら。それと、ＬＲＴにおける、観光的な、デザイン

に関係する話なのかも分かりませんが、そういうこともあるのではないかというお

話がございました。 

それでは、次に、ヴァンソンさんにお聞きしたいと思います。ストラスブールの

魅力について、先ほどいろいろとスライドをお見せいただきましたが、ＬＲＴを導

入することによって、ストラスブールで一番変わったのはどういう点であったかと

いうことを、少し強調していただけますでしょうか。 

ヴァンソン： 

公共交通だけを組み合わせて移動することができるようになると、市民は少しず

つ車から公共交通にシフトしてきました。つまり、歩くことが習慣化してきた。こ

れには３つの効果があります。 

まず１つ目は、もちろん健康効果です。日本も高齢化社会を迎えます。孫に運転

してもらう週末を待たなくても、公共交通でどんどん歩いてまちに出られるように

なる。これが、長い目で見ると、いろいろな意味で自治体を圧迫している社会保障

だとか介護保険の費用の削減に、何らかの影響があるのではないかと思います。 

２つ目の効果は、健康の次はもちろんまちのにぎわいなのですが、静岡市も大道

芸人フェアというのをされているそうですが、駐車時間を気にせずにまちの中をゆ

っくりと歩くことができるということによって、骨董屋さんが増えたり、まちでの

音楽やスポーツやいろいろなイベントが当然増えてきます。それを楽しみに、公共

交通があれば簡単にまちに出られるようになる。 

そうすることによって、自分が働いている、いつもの、普段の日常空間と違う文



化とか、音楽とか、イベントに触れることによって、まち全体が多様的になってい

きますし、自分と違ったものに触れることによって、異質なものを受け入れるとい

う寛容的な雰囲気というのがまちに少しずつ育ってきます。実際に、ストラスブー

ル市やそのほかのフランスの地方都市も、そういうふうに開けていったわけです。 

それから、まちのにぎわいで大切なのは、市民のショッピングの買い分け行動と

いうのが顕著になりまして、つまり、まちの中では歩いて楽しい買い物をする、で

も、だからといって郊外のショッピングセンターが衰えるわけではありません。郊

外のショッピングセンターでは、まとめ買いをする、安い日常品を買う。そういう

消費者の行動分けが顕著になってきたのも１つの特徴です。 

ただ、ＬＲＴを入れただけでは、皆さんまちには買い物に来てくれません。スト

ラスブールで最初にＬＲＴを入れたときに、まちに買い物に来られるお客さんの

30％が、初めて車ではなくてＬＲＴでまちに来たという統計が出ました。これは

なぜかというと、パーク＆ライドができて、安く車を止めることができたからこそ、

皆さんＬＲＴに乗り換えてまちに来てくれるわけです。ですから、いろいろな工夫

が必要です。駐車場、歩きやすい歩道。そういった総合的な考えが必要かと思いま

す。 

歩くことが習慣化したことによる３つ目の効果と申しますか、市民のストラスブ

ール市のまちに対するイメージが変わりました。どういうふうに変わったか。自分

のまちを非常に誇りに思うようになった。世界中からストラスブール市のまちづく

りを見に、行政の方から、先生から、新聞記者、いろいろな方、観光客も増えまし

た。そういうすごいまちに自分は住んでいるのだと。ではもっとまちづくりにこれ

から自分も参加しよう、協議会があるなら出てみよう、意見交換会があるなら言っ

てみよう。そういうふうに、市民の意識がすごく変わってきた。 

まちのイメージがよくなって、市民の市政に対する参加意識が増えてきた。これ

が、ストラスブールでの過去20年間の一番大きな違いだと思います。昔を知って

いるストラスブール市の人は、トラムができてまちのイメージが黒から白になった

と、そこまで言っています。それぐらいイメージが劇的に変わったそうです。 

川口： 

今、ヴァンソンさんは３つの視点をおっしゃいました。１つは歩行という、健康

に集約される視点と、２番目は、買い物とかイベントというようなことにおいてに

ぎわいを創出するという、われわれがよく中心市街地活性化のときに課題とする項

目です。３番目は、非常に重要といいますか、市民意識が変わったと。もっと違っ

た言い方をすれば、自分のまちに誇りを持てるようになったという、大変素晴らし

い変化だと思います。 

それでは次に、宇都宮先生にお聞きしたいと思うのは、経済の話ばかりは逆に大

変難しいかも分かりませんが、今日はＬＲＴというようなことで話しておりますの

で、なぜ活性化のためにＬＲＴが必要かということと、その活性化の切り札、方策、



それをちょっと強調していただければと思います。 

宇都宮： 

基調講演でも話しましたので、それこそ同じことを繰り返して話すと、皆さんの

機会費用、時間費用がかかって、社会的費用が莫大になってしまいますので、そこ

は簡潔に申し上げます。 

まず、そういう意味において、先ほどは緑のうちわが 100％だったのに、第２

問は泣き顔のほうを出した方がいらっしゃるということですね。泣き顔のうちわを

作って、出せというのは、なかなか勇気がいると思うのですが、それでも１割の方

がいた。私はそこに注目したいと思うんですね。 

やはりＬＲＴができて活性化かということに対しては、一定の懸念がある。よく

考えて静岡市の検討協議会の資料を見ると、清水に関して言えば、大体休日の歩行

者の通行量というのは、半分どころではないですね。３分の１よりも低いですよね。

平成３年から平成18年の15年の間に。さらにこれからまた５年たっていますか

ら、その半分になったりすると、ほとんどもう、全然、ぼろぼろになっているわけ

です。小売り売り上げの年間販売額も３分の１。こういう状況ですから、ある意味

では、そんな活性化ができるのかという、あえて泣き顔を出す気持ちも分かります。 

言い換えれば、けれども、そんな泣き顔になっているときに、何もしなくてもい

いのですかということだと思うのです。「いやいや、バスが走っていますよ」とい

う方もいらっしゃるでしょうが、バスが走っていて、何ができているのですか。移

動はできるかもしれません。もちろん、明日お子さんが通学できなくなるわけでは

ないかもしれない。そういう地域もあるのですが、静岡はそうではない。けれども、

それだけではない。この明らかなる低下トレンドを、まさに変えていく。 

でないと、結局、口では言っても、皆さんも実際に商売をやっていらっしゃる方

がいると思いますが、「お客さんがどんどん減っているんですよ。だから投資して

ください」。投資しますか。しませんよね。店を出しても、この傾向でいけば、ま

たお客が減るのだから。やはりきっかけがないといけないのです。その大きな大き

なきっかけで、かつ海外において成功し、富山においても成功し、そして実際に魅

力的になっているＬＲＴというのが、そういう意味で１つの選択肢ではないでしょ

うかということだと思うんですね。 

しかも、ＬＲＴでも、すぐに効果が出ないと思ってもいいかもしれません。何せ、

まちづくりは長いものですから。けれども、５年、10年たったときに効果が出る。

それぐらいで見ていただくことが重要なのではないのかなと思います。 

ただ、逆に言えば、ＬＲＴはまさに劇的な効果があって見えるわけです。富士山

をバックに地下鉄が走る清水市を想定してくださいといっても、全く絵にならない

わけですが、バスが走る清水市でもやはり違う。バスは僕は個人的には好きですけ

れども、道路空間という当たり前の空間とは違う１つの軸がある、見える化がある、

ビジブルである。そういう１つのインパクトとしてのＬＲＴというのを、短い時間



ですので、そこだけを取りあえず強調しておきます。 

川口： 

どうもありがとうございます。今言ったように、何でもそれがいいというわけで

はない。宇都宮先生の今の意見は、やはり問題があるのではないかという前提の下

に話をすればというようなお話で、ある意味で大変分かりやすく、その中で、すぐ

に効果が上がらないけれども、中長期的に見て、その価値、利点を量らないといけ

ないというお話ではなかったかと思います。 

それで、久保田先生に、これも今までお二人の基調講演でかなり強調された点で

もあって、重複されても構わないのですが、ＬＲＴの有効な点といいますか、簡単

にまとめると有効性といいますか、先生の講演で何回もおっしゃっているかも分か

りませんが、再度そのあたりを強調していただけたらと思います。 

久保田： 

実は、その点については研究会のほうではっきりともう申し上げていまして、４

つあると。１つはシンボル性の高い乗り物だと。それから、バリアフリーである。

床の高さの問題ですね。それから、ルート選定をいろいろ考えられる。フレキシブ

ル性がある。あともう１つ、非常に大事なのが、既存の鉄道とうまく連携できると。

ここが非常に大きいと思いますね。 

最初に市長さんがおっしゃっていましたが、最初は難しいかもしれないけれども、

ゆくゆくは、誰が考えても静鉄との一体化というのは当然目指すべき方向だと思う

のですが、それができたときには、せっかくこうやって合併したのだから、清水の

人が静岡に行きやすい、静岡の人が清水に行きやすい、これは市民にとって非常に

大きなものだと思います。 

それに加えるとすると、例えば私のように外から見ると、清水というのは、まち

として、いくつも指折り数えられるような魅力があるわけです。おすしだとか、何

とか。ただ、ちょっと遠いんですよ。外から見ると。何か遠い。いつかは行ってみ

たいけれども、何か足が向きにくいところなんですよね。 

確かに、新幹線を降りて、鉄道に乗って、駅を降りる。そこからでも、いわゆる

魅力的だと言われるところに、結構微妙な距離なんですよね。港も１キロちょっと

ぐらいあるし、その辺の微妙な距離感が今の状況を生んでいるように私は思います。

もしこれが、新静岡から30分弱乗って、降りたら目の前が港となったら、かなり

イメージが変わると思います。だから、こういう状況をかなり劇的に変える可能性

がある乗り物だと、私は思います。取りあえず以上です。 

川口： 

今、４人の方にご質問しましたのは、清水の活性化とＬＲＴの関係についてお話

をしていただいて、そういう意味では、全てＬＲＴが素晴らしいというのではなく



て、課題を持った上でＬＲＴを導入するときにこのような効果があるというような、

それは中長期的に見なくてはいけないとか、あるいは市民意識の問題といいますか、

最後にヴァンソンさんが、自分のまちに誇りを持てるようになると。結果がよけれ

ばそういうことになるかも分かりませんが、それは長い時間かけてつくることにな

るのではないかというようなことだったかと思います。 

それでは、３番目の質問ということで、神谷さん、お願いいたします。 

神谷： 

３問目です。「ＬＲＴ導入による経済効果」についての質問です。 

静岡市では、「環境」「健康」「交流」「賑わい」などに効果が期待でき、優れたデ

ザインや、シンボル性など魅力ある交通システムとして、導入検討を進めておりま

す。 

現在の試算では、清水地区のランニング収支は赤字となっておりますが、ＬＲＴ

の導入は、単なる「移動」の手段ではなく、まちにおける「都市の装置」、「まちづ

くり」のための手段としての機能を発揮すると考えています。 

ＬＲＴ沿線に集客施設や、事業所を誘導し、沿線居住のための開発を促進させる

ことで、交流・定住人口が増加した、賑いのある、まちの姿を想像してみてくださ

い。 

ここで質問です。ＬＲＴの導入により、大きな経済効果がもたらされるならば、

道路整備の様に、ＬＲＴも行政が主体となって整備することに賛同できますか？ 

賛同できる人は『ＬＲＴとバスが描かれた緑色』を 

賛同できない人は『泣き顔の青色』をあげてください。 

川口： 

どうもありがとうございました。そうですね。今日は、会場にいらっしゃってい

る方は、賛同するという方の割合が多いのかもしれません。それでも、98％ぐら

いは賛同できるという数ではなかったかと思います。 

それでは最初に、今度は久保田先生にお聞きしたいのですが、昨年度、先生が中

心になって行われました研究会で、清水地区のランニング収支が赤字に出るという

ようなことでしたが、こういう公共交通を運営する上で、ランニングコストという



のも、先ほどの基調講演では、基本的には税金等投入とかということで、黒字にな

るのは難しいという話もありましたが、できるだけ黒字にするための解決策を具体

的に、もしお考えがあればお話をしていただきたいと思います。 

久保田： 

今のところが非常にポイントですね。今日のポイントでもあるし、これからの、

特に清水の議論のポイントだと思うのです。先ほどのヴァンソンさんのお話の中で、

フランスはいろいろなことが全部公開とおっしゃっていましたが、研究会も全部公

開していまして、皆さんご存じだと思うのですが、清水でまず上下分離の下の基盤

のところを造るのに80億円ぐらいかかるだろうと。これは公が出す。これは大前

提ですね。 

その上でなお、いわゆるランニングの部分で、お客さんが乗っていただいて収支

がどうかというと、これは予測で不確実ですが、一番いい予測でも、毎年 9,300

万円の赤字。一番悪いところだと、１億 1,500 万円。大体１億円ぐらい、毎年赤

字が出るということです。 

ここがポイントで、ではこれを黒字にする方法というお話でこれを議論するのか

どうかですね。先ほどから宇都宮先生が再三おっしゃっていることはまさにここだ

と思うのですが、実は研究会でも、この清水地区の、需要が少ないのではないかと

いう課題について、解決されたら導入に向けて取り組むというふうにしているので

すが、では、解決するというのは一体どういうことなのか。ここがポイントなんで

すね。 

つまり、１億円の赤字がないと。沿道にものすごい人が住んで、ものすごい施設

がいっぱい建って、いっぱいお客さんが乗って、絶対これは黒字になりますと。民

間がやっても儲かるような状況になりますと言わないとできないのかということ

なのです。ここはまさに、先ほどから宇都宮先生がおっしゃっているところなので

すが、あるいはヴァンソンさんもおっしゃっている、フランスの場合もそうなので

すが、あちらは税金で７割、８割の負担をするのが当たり前になっていると。では

日本はどうかと。 

歴史的に、日本は民間の方が交通事業をやってきたので、黒字でなくてはいかん

というのが大前提だったわけです。ただ、ここ 10 年、20 年、そうはうまくいか

なくなってきたので、赤字補填というのができているわけです。例えば、過疎地の

バスの赤字補填はいろいろなところでやっています。それから、最近10年ぐらい

やっているのは、いわゆるコミュニティバスです。同じ市の中でもやや不便なとこ

ろに、市が民間に委託して、もちろん赤字で、コミュニティバスを走らせてもらっ

ているわけです。 

例えば数十万の都市でも、１億、２億出して走らせているところが至るところに

あります。これはいわゆる選択肢の問題なんですね。つまり、高齢化した人が郊外

に住んでいると。そうすると、都心に行くという選択肢がなくなってきている。そ



ういう人に、交通機関を整備して都心に行けるという選択肢を提供するために税金

を使うということについては、日本のほとんどの人が同意しているわけです。だか

ら、毎年１億も２億も出すことに、皆さんオーケーしているわけです。 

今のこのＬＲＴの議論は、まちの活性化というのがテーマですよね。そうなると、

過疎地の不便なところに税金を投入するという選択は、もうわれわれ日本人はした

わけです。それは税金を出してもいいではないかと。次に、まちを活性化させると

いう目的のために税金を出しますかと。こういうことが、今、問われているのだと

思います。 

もしその選択ができないとなると、たぶんＬＲＴは、少なくとも清水では難しい

だろうと。それについて、今、皆さん、九十何％の方が出してもいいのではないか

とおっしゃっているのは、たぶん、今私が申し上げていることに賛同していただい

ているからだと思うのです。 

ですので、ここは難しいところで、だったらいくらでも税金をどんどん投入すれ

ばいいではないかというのも、ちょっとまずいですよね。だから、１億円を、例え

ば少し減らす努力をしながら、併せて税金を投入するのを前提にして、結果として

まちが活性化し、そうすると乗る人が増え、外からのお客さんがいっぱい来るよう

になり、結果的に赤字といわれているものが縮小していくだろうというのが、麗し

い姿ではないかと思います。 

ですから、黒字にするということを目的にするのではなくて、活性化するという

ことを目的にして議論されるのがいいのではないかと思います。取りあえず以上で

す。 

川口： 

今の久保田先生の話は、たぶんＬＲＴの導入においての一番の課題といいますで

しょうか。市民のコンセンサスという話がありましたが、要は、黒字になるようで

したらとっくにＬＲＴはできているのだろうというような背景で、昔は民間の会社

が運営して黒字であったというような状況が、今、今日変わっているのと、もう１

つは、今の話の中で、税金を投入しても公共交通を維持するかという、ランニング

の問題ですね。それをどういうふうにして市民コンセンサスを得るかどうか。これ

は静岡だけではなくて、日本全体の、ＬＲＴを導入したらいいかどうかに関わる大

きな問題かと思うんですね。 

そういう中で、そうは言っても、今度は山本副市長さんに聞きたいのですが、税

金を投入してやればやれるというのではなくて、当然行政からは、できるだけ黒字

の部分を出したらどうかというような話が非常に重要なわけで、そのあたり、いわ

ゆる需要の創出というのでしょうか。ＬＲＴを導入するに当たって、どういうこと

が行政の立場から考えられるかというようなことを、お話ししていただけますでし

ょうか。 



山本： 

ＬＲＴの整備とか運営に税金を投入という議論になりますと、先ほどフランスの

事例をご紹介いただきましたが、随分以前から交通権というのが法律の中できちん

と謳われていて、交通税ですか、特定財源が確保されているという状況は極めてう

らやましいなというのが正直なところです。 

静岡、清水、それぞれのＬＲＴの導入ということを考えていく上で、やはり需要

の確保ということに精いっぱい取り組んだ上でどうかというふうにならないとい

けないと思います。 

１つは、先ほど申し上げた清水のこれからのまちづくりの方向性の実現によって

需要が出てくるわけですから、それを、行政側、民間側、合わせて実現に向けて取

り組むと。特に沿線地域の企業の方々には、自動車から公共交通へ通勤手段を転換

してもらう。これは企業の方々だけではなくて、官側ももちろんそうですが、転換

策を実施するとか、あるいは市民の皆さんも、ＬＲＴのサポーターとでもいいまし

ょうか、皆さんが定期のようなものを持っていただいて、ＬＲＴを使って移動する

んだというようなサポーター的な取り組みもあるのかなというようなことも思い

ます。 

そういったような需要確保の取り組みを精いっぱいやった上で、さらに不足する

のであればどうかというような議論に、今後なってくるのではないかと思います。 

川口： 

どうもありがとうございました。それでは、ヴァンソンさんにお聞きしたいので

すが、今日講演していただいて、これは静岡市も同じなのですが、日本の大きな課

題は、山本副市長さんからもお話がありましたが、日本はフランスと違って交通権

がありませんので、税金を投入してそれを賄うというようなことが、まだ一般市民

にコンセンサスを得にくいというか、途中の段階だと思うんですね。 

ヴァンソンさんが、ストラスブールの経験からして、現在の日本はまだフランス

と違って法的整備がなされていませんが、こういうことを静岡市でやれば市民にコ

ンセンサスを得やすいのではないかという。これはかなり難しい質問かも分かりま

せんが、もちろん日本のシステムがこうならないといけないという条件が付くかも

分かりませんが、そのあたり、お考えをお聞かせ願えれば助かるのですが。 

ヴァンソン： 

今、久保田先生から詳しい数字のご説明をいただきましたが、私がこういうふう

に講演会で交通権とか交通税のお話をして、ストラスブールのランニングコストの

23％しか切符収入で補われていない、あとは公金投入だというお話をすると、ヴ

ァンソンさんは講演会でＬＲＴの運営は赤字でもいいと言ったというふうに、短絡

的に結び付けられる方がいるのですが、実はこれは選択なのです。 

ストラスブールのまちや、フランスのほかの自治体が選択した。つまり、運賃を



非常に低く抑えている。１カ月間の定期券が、学生さんだと 2,500 円、就労者で

も5,000円、これで、バスもトラムも乗り放題なのです。 

つまり、儲けようと思えば、営業利益を上げる運賃体系を作れば、いくらでも利

益は上がります。でも、交通権という哲学があるが故に、あえて低い運賃設定にし

て、皆さんに乗っていただきたい。そうすることによって、交通弱者や買い物難民

という問題を解決しながら社会の格差を少なくしていくという、１つの社会哲学の

選択なのです。静岡・新清水の間を往復しますと、片道 230 円で、１回で 460

円飛んでしまう。ストラスブールの場合は、学生さんが2,500円で１カ月動ける。

これは１つの税金の使い方の考え方だと思います。 

フランスの場合は、消費税が既に 19.6％、富裕税もありますし、所得税も非常

に高い。つまり、所得があるところから財源を徴収いたしまして、社会的な、平等

的な、できるだけ心地よく生きていくための基本権を広く皆さんに保障するという、

いい意味での社会経済主義の形が具現化して現れているのが、ＬＲＴだと思います。 

２つ目のご質問で、清水にどういうことをしたらということなのですが、例えば

ストラスブール市では、先ほどご紹介しましたが、経済圏の雇用が、過去17年間

で９％増加している。これはどういうことをしたかというと、沿線開発をしたわけ

です。 

つまり、私は実際に自分の目で見てきましたが、トラムを通しまして、何もなか

ったところに、フランスで一番大きいスケートリンクを造る。そうすると、その周

りにどんどんお店が出店して、あっという間に、若い人の週末の集まる場所になっ

た。あるいは、あえて治安が悪いところや経済基盤が弱いところに、例えば進出し

て最初の５年間は法人税を免除しますというような法制度を取り入れまして、そう

することによって、中小企業を、例えばＩＴ関係の若い人たちが起業する企業を誘

致しまして、雇用創出を図る。そういうことを、この20年間ずっとやってきまし

た。 

その結果、現在では、ストラスブールで勤労されている方の 90％、９割が、公

共交通の電停、トラムの電停とかバスの停留所から、歩いて 400 メートル以内の

ところでお仕事をされているのです。素晴らしい数字ですよね。 

なぜこういうことが可能になるかというと、都市計画、マスタープランを作ると

きに、交通計画というものを上位概念として捉えている。つまり、交通計画を考え

て、一緒に都市計画も考えましょうと。今、現在進行形のストラスブールのトラム

の計画で、市役所から、ドイツの国境があるライン川まで延長工事をやっています。

そのときに、まず最初にトラムを通して、それから住宅地を周りに構築するのか、

それとも先に住宅地を構築してからトラムを通すのか。そういう議論に入る時代に

なっています。 

ですから、もちろんストラスブールも、こういう公共交通を導入したまちづくり

ではパイオニアだったので、最初からいいことばかりではありませんでした。試行

錯誤を重ねながら、住民と合意形成を続けながら、こういうまちづくりを行ってき



たと。 

今、私は交通計画を都市計画の上位概念に捉えると言いましたが、たぶん、私た

ちが思っている以上に、交通というのは日常の毎日の生活に深く関係を持っている

と思います。私はもともと鉄道に特に興味が深かったわけではないので、このトラ

ムということを通して、公共交通を地域で支えていくことの大切さということにむ

しろ目覚めたほうです。 

今日ここにいらしている皆さんは、そういう感度がすごく高い方だと思いますが、

もっともっとそれをまちのいろいろな人に知ってほしい。公共交通をみんなで守っ

ていかなくてはいけないんだよというメッセージを広くつなげることが、今後、清

水とか静岡にＬＲＴを導入していくときの合意形成の大きな基礎になると思いま

す。 

川口： 

難しい質問に、どうもありがとうございました。ヴァンソンさんの基調講演で、

交通税と企業の関係といいますか、税収を上げて公共交通を維持する、ランニング

コストを得るという関係。日本ではなかなか、法制度も同じではないのですが、宇

都宮先生は全国でＬＲＴをいかに導入したらいいかというようなことでいろいろ

な講演をなさっていて、たぶん、似たような課題を持っておられると思うのです。 

そういう中で、静岡市は来たばかりで、詳しくデータは持っていらっしゃらない

でしょうが、宇都宮先生が現在知る範囲内、静岡市を見た範囲内で、ＬＲＴを導入

して、今日はランニングコストという話になりましたが、要は、税金の関係とどう

やって収入を得るかというようなことで、こういう課題はきっとあるだろうけれど

も、例えば静岡市が検討する場合、あるいは導入する場合に、こういうことを考え

たらどうかというようなことをご示唆していただければと思います。 

宇都宮： 

では、少し具体的な話も含めてしたいと思いますが、その前に一言、ヴァンソン

先生が日本と違うという話をしましたが、実はわれわれも似たような考えを持って

いるケースがあります。例えば、公共交通に年間何千万円赤字ということに対して、

みんなピリピリしているわけですが、図書館がただだというのは置くとしても、例

えば、静岡にも市民プールや市民会館あると思うのです。最近は仕分けで運営が厳

しくなっていますが、あれは民間のスポーツジムに比べてたぶん圧倒的に安いわけ

です。東京にいたときのイメージで言うと、８割が税金、２割が民間委託の運営な

んですね。 

われわれはそれをもってして、だいぶ厳しくはなっていますが、市民プールをや

めてしまえという発想が全面的に出ることはない。要するにわれわれは、交通とい

うのはたまたま今までできていたからそういう発想がなかっただけで、市民会館や

市民プールといった類いのものに関しては、ある程度そういう感性を持っているの



だということを、まず一言付け加えておきたいと思います。 

それが１つと、赤字という議論が、今赤字という話がありましたが、そもそも赤

字の定義は何ですか。テストをしたら、皆さんどうやってお答えになるかなという

のは非常に興味があるのですが、それは長くなるのでやめますが、要は、赤字と言

ったときにどの収支を指しているのですかということを踏まえて、あるいは、先ほ

どおっしゃったように、意図的に収入を減らしたら当然赤字になるわけですから、

そのあたりの金額を見るときも注意しなければならないということも、気を付けて

ください。 

さはさりながら、取りあえず金利のうんぬんはなしにしても、オペレーションで

１億円前後の赤字が出る、どうしたらいいかという話だと思うのですが、今、若い

ＩＴ関係の起業家が集まると。これは美しい。けれども、たぶん、そうだと、さす

がに僕は厳しいなと。 

よく再開発の絵で、若い子連れの家族がにこにこ歩く姿を見るのですが、残念な

がら日本はこれから65歳以上が４分の１、３分の１になっていきますので、そこ

までは見ないほうがいい。けれども、逆に言えば、これは各地方都市どこも一緒で

す。都心型マンションは明らかに増えています。たぶん、静岡もそういう傾向が出

ているのではないでしょうか。高齢者が郊外の住宅から交通の便利なマンションの

ほうに移転するというのは、大都市圏もそうですが、地方都市圏もそうであると。

公共交通の一定の利便性があれば、マンションというものが出てくる可能性はある。

あるいは都市計画の中でそういった発想があると、１ついいのではないか。 

経済的に何がその回転を促すかというと、地価なんですね。ずっと地価は下がり

続けていますが、富山のライトレールの沿線も地価は下げ止まりという方向であっ

たと思うのですが、いい公共交通ができると、地価が下げ止まる。あるいは、地価

が下がり続けると、まずデベロッパーにお金が貸せないわけですね。地価が止まる

と、お金が貸せるようになるわけです。そうすると、いわゆる開発の循環が始まる

わけです。 

それでＩＴ企業が集まるか、あるいは商業施設がばんばんできるという幻想まで

は抱かないほうがいいと思うのですが、郊外に拡散して住んでいた方が徐々に都心

回帰になっていく。そこに人々のにぎわいが出てくる。これは、地価という１つの

数値をてこに動き始める可能性が多分にあると思います。 

少なくとも、これだけの人口集積がある静岡市であれば、それは期待できる。も

うちょっと低いところでも期待できると思っているので、ましてや清水だけでも

20 万、全体を合わせれば何十万という世界ですので、それは期待できるのではな

いのかなというのが１つあります。 

あともう１つ、先ほどプレゼンでも申し上げましたが、税収。つまり、１億円出

るかどうかところは疑問ですが、仮にそういう形で単年度収支が合わなくても、先

ほど清水は小売売上高が３分の１とかいろいろ言いましたが、データを見ると、中

心市街地の店舗数が、平成９年から16年の間に３分の１減っているんですね。た



ぶん今はもっと減っているでしょうから、半分かもしれません。 

ということは、清水は衰えたりと言えども、郊外に比べて中心市街地のほうが地

価が高いわけです。先ほど数字でも申し上げましたが、静岡市も、市税と言われる、

市で実際に収入として得られる、市が自由に使える収入の半分は固定資産税と都市

計画税で、それは地価を基準に決められる。ということは、相対的に高い地価。清

水も郊外とまちなかでは半分ぐらいは差があるわけですから、それをみすみす失っ

ているわけです。 

これをざっくり考えると、この間に、固定資産税を、清水市内だけで見るときの

半分を失っているわけです。それを、全部は取り戻せなくても、１割取り戻すか、

２割取り戻すか。そう考えると、地価が下げ止まって、何か人が中心市街地に戻っ

てくるだけで、例えば税収が１割戻ったら、先ほどの１億円という話は全部飛んで

しまうわけですね。厳密な計算はしていませんが、そのぐらいを考えなくてはいけ

ない。 

もちろん、１年ですぐ全部マンションが建つわけでもない、人が戻るわけでもな

いのですが、このたった10年ぐらいの間に、本来いる人たちがいなくなってきて

いる。この損失を逆に少し埋めるだけでも、だいぶ変わってくる。それがたぶん都

市経営だし、企業経営も一緒ではないかと思います。 

ただし、いかんせん、地価が下がり続けていたら金も出ようがないよねというこ

とだとすると、地価が１つのてこになるのではないのかなという気がしていて、少

なくとも静岡レベルのまちであれば、ＬＲＴを起爆剤にして、いわゆるオペレーシ

ョンの単年度の事業収支の赤字というのは、中期的には十分解決する話ではないの

かなという気がいたします。 

川口： 

３番目の質問は一番難しいというか、実は、それを解決すれば、ＬＲＴを導入し

て、非常に否定的な意見というのも少なくなるのではないかというようなことで、

パネリストの方には、そういう質問をするということを事前にお話ししていなかっ

たのですが、４人の方のお話を、私はこういうふうに解釈したんですね。 

１つは、日本全体の制度といいますでしょうか、例えば交通権であるとか税金と

いう。これは、静岡市だけでどうこうではなくて、日本の交通の考え方に対して、

交通基本法といいますか、それが全ての人に対して便益を享受できるという社会的

な動きというのが、昔と今とでは違ってきているのではないか。平たく言うと、税

金を投入しても公共交通を維持することが重要だという社会的コンセンサスが世

の中に徐々に出てきている、その輪が大きくなっているのではないかという見方が

あるわけです。 

２点目は、静岡市へのＬＲＴ導入に対して、静岡市で行う事業だからこそ、どう

いう努力をしなくてはいけないか。静岡市の持っている課題に対して、どういうふ

うに応えたらいいかというようなことをお話ししていただいて、それは、企業であ



るとか、あるいは観光とか、そういう商業的な側面を活性化して、例えばＬＲＴで

言うと、使う人を多く増やして収入を増やすというようなことから、あるいはそれ

に付随した周辺環境の良さ。 

ただ、この中で、あまり時間がなかったので議論しなかったのですが、利益とい

うのはただ単に乗るとかではなくて、環境であるとか、健康であるとか、直接的で

はなくて，ＬＲＴの導入に対して便益というか利点があるのではないか。時間がな

いので深く掘り下げることはできませんでしたが、そういう大きな影響力も、ＬＲ

Ｔがもし導入されるならば、というのが背景にあったのではないかと思うのです。 

そんなことで、時間が来ましたので、これでパネリストの方のご発言は終わらせ

ていただきたいと思います。まとめも、一番最後になりましたが、このシンポジウ

ムは、市民コンセンサスを得ながら、ＬＲＴ、静岡市の将来の活性化のためにどう

したらいいか、あるいは公共交通の在り方をどうしたらいいかというようなことを

議論する場であり、かつ認識できたらというようなことでしたので、これでこのパ

ネルディスカッションを終了したいと思います。 

会場の皆さま、パネラーの皆さま、どうもありがとうございました。 


